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概要：本研究では，嫌悪対象への忌避が潜在的に見られるかを検討した。実験では参加者に，中核的嫌悪，動

物性嫌悪，汚染嫌悪の 3 種に対応する嫌悪画像，あるいは中性画像のいずれかをランダムに 1 枚ずつ呈示し，

それらの画像にできるだけ速く指で接触するよう求めた。その結果，画像呈示から接触までの時間 （タッチ

時間） は，中性画像の呈示時に比べ嫌悪画像の呈示時で有意に長かった。この効果には嫌悪画像の種類によ

る違いが認められ，中性画像へのタッチ時間と差があったのは動物性嫌悪画像へのタッチ時間のみであった。

また，各参加者のタッチ時間と嫌悪感受性は相関していなかった。以上より，嫌悪対象，とりわけ動物性嫌悪

を誘発する対象への潜在的な忌避が比較的顕著であることが示された。さらに，嫌悪対象への潜在的な反応は

顕在的な感受性と乖離する可能性も示唆された。 
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1. 序論 

我々は日常生活において，咳き込む人や汚物に対

して不快感や吐き気を伴う感情を抱き，接触しない

ようにする。このような感情を嫌悪といい，疾患予防

において重要な役割を担っている。具体的には，感染

源などを検出・評価し，嫌悪感が生じ，回避行動をと

ると想定されている（行動免疫システム）[1]。 

嫌悪対象からの顕在的な忌避傾向は明らかになっ

ている[2]。嫌悪の役割を考慮すると，意識の処理を

必要としない潜在的な忌避反応も見られる可能性

が考えられる。そこで，本研究では嫌悪対象からの忌

避反応が潜在的にも見られるのかを検討した。また，

嫌悪は中核的嫌悪，動物性嫌悪，汚染嫌悪からなる

[3]。これら 3 種類の嫌悪による忌避反応の違いも検

討した。さらに，潜在的である忌避反応と顕在的であ

る嫌悪感受性の関連も検討した。 

2. 方法 

参加者 92名の男女（女性 49名，平均年齢 20.63歳，

標準偏差 1.77）が実験に参加した。 

尺度と刺激 日本語版嫌悪尺度（DS-R-J)[4]を用いて

嫌悪感受性を測定した。また，接触課題には

International Affective Picture System（IAPS）から中性

画像 40 枚，インターネットや IAPS，Open Affective 

Standardized Image Set（OASIS）から嫌悪画像 60 枚を

選定して用いた。なお，嫌悪画像は各嫌悪の定義や

DS-R-J の質問項目に沿った画像を 20 枚ずつ選定し

た。 

手続き 参加者は DS-R-J に回答した後，接触課題を

行った。接触課題はまず，画面中央に Space と呈示さ

れた。参加者が利き手の人差し指でスペースキーを

押すと，白い円の凝視点が 500 ~ 1000 ms 呈示された。

参加者は画像が呈示されるまでキーを押し続け，画

面の中央に画像が呈示されたらできるだけ速くキー

を離し，画像に触れるように教示された。課題は全部

で 100 試行であった。 

3. 結果 

 各試行のキーを離してから画像に接触するまでの

時間（タッチ時間）を測定した。実験を中止した 5

名，教示に従わなかった 1 名，プログラム不備 3

名，タッチ時間について嫌悪刺激と中性刺激の差分

が参加者内の差分の平均 ±3SD 外であった 3 名を除

外した，計 80 名のデータを分析対象とした。



 

まず，嫌悪刺激への接触忌避反応を検討するため

に，タッチ時間について嫌悪刺激全体と中性刺激間

で対応のある t 検定を行った。その結果，タッチ時

間は嫌悪刺激が中性刺激より有意に長かった（図 1; 

t(79) = 2.90, p < .01, Cohen’s dz = 0.32）。 

次に，刺激の種類による忌避反応の違いを検討す

るために，タッチ時間について刺激の種類（中核的

嫌悪刺激，動物性嫌悪刺激，汚染嫌悪刺激，中性刺

激）を参加者内要因とした 1 要因分散分析を行っ

た。その結果，刺激の種類の主効果が有意であった

（F(3, 237) = 3.37, p = .02, ηp
2 = .04）。Holm 法による

多重比較の結果，タッチ時間は動物性嫌悪刺激のみ

中性刺激より有意に長かった（図 2; t(79) = 2.91, 

adj.p = .03, Cohen’s dz = 0.33）。 

最後に，忌避反応と嫌悪感受性の関係を検討する

ために，参加者ごとにタッチ時間について嫌悪刺激

全体の平均から中性刺激の平均を引いた値（嫌悪忌

避指標）を求め，DS-R-J の合計得点と相関分析を行

った。その結果，有意な相関は見られなかった（r 

= .09, p = .42）。  

4. 考察 

 タッチ時間は嫌悪刺激が中性刺激より有意に長く，

嫌悪対象への潜在的な接触忌避反応が見られた。タ

ッチ時間はキーを離してから画像に接触するまでの

時間であることから，行動免疫システムで捉えると，

刺激評価・嫌悪喚起・接触の間に遅延が生じたと言え

る。また，嫌悪の種類ごとの分析の結果，タッチ時間

は動物性嫌悪刺激のみが中性刺激より有意に長く，

嫌悪の種類による忌避反応の違いが示唆された。し

かし，これについては各刺激が喚起する嫌悪の種類

や程度，覚醒度を測定した上で更なる検討が必要で

ある。一方で，嫌悪忌避指標と DS-R-J の合計得点間

に有意な相関は見られず，嫌悪対象への潜在的な忌

避反応と顕在的な感受性の乖離が示唆された。乖離

の理由として，顕在的指標と潜在的指標は異なる行

動を反映することが考えられる。この関係性を調べ

ることで，嫌悪の認知過程の理解がさらに進むと思

われる。 
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